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The purpose of this study is to clarify whether and how the current characteristics of green affect land 
prices in mature residential areas where green space agreements have been concluded.  The target area of 
the survey was the green area agreement area of Kohoku New Town in Tsuzuki-ku, Yokohama City, and 
the survey was conducted using the field survey, aerial photography of Google Earth Pro and the street 
view function, and the analysis was performed by the hedonic method. As a result, it was estimated that 
the land price would increase as the front road width, the area of the nearest park, and the green rate 
coverage value increased, and the land price would decrease as the distance from the nearest station and 
the building coverage ratio increased. Regarding green management failure, the correlation coefficient 
with land prices was a positive number, so it is considered necessary to reexamine the setting of the index. 

Keywords: Green Space Agreements, Poor Green Management, Hedonic Approach, Green Rate Coverage 
緑地協定、緑の管理不全、ヘドニック法、緑視率

1. 研究の背景と目的

緑地協定制度は、民有地の緑の保全と緑化を促進するもので、

土地所有者の全員合意のもとで締結する全員協定（都市緑地法

45条）と、開発事業者が分譲前に定める一人協定（同54条）が

あり、緑豊かなで良好な環境をつくるものである。 
しかし朴らによれば一人協定は住民の認識が低く管理負担感

もあり 1)、また浦山によれば特に一人協定は協定失効の割合が高

く、その理由として意識の希薄さや関心の低下が指摘される 2)。

更に西原らは緑地協定が緑化を目的とし樹木の管理を対象とし

ていないこと、成長した樹木の管理の負担感を指摘している 3)。 
本研究では、これらの問題の指摘を受けて、緑地協定の一人協

定が締結された地区で、一定年数が経過して成熟化した住宅地を

対象として、その現在の緑の環境特性が地価に対して影響を与え

ているのか、またどのように影響するのかを明らかにする。 
 現在の一人協定地区が地価に影響を与えているかどうか、地区

での緑の状態が地価に影響を与えているか、緑の管理不全状態も

含めて地価に影響を与えているかを把握する。朴らの一人協定で

は沿道部の緑化効果が認められるとの指摘をもとに、沿道部を重

視し、その地価への効果を確認することとした。さらに、住宅地

以外に利用されている土地がある場合、その土地利用のされ方を

把握し、これらの地価への影響も把握することとした。 

2. 調査対象地と研究の方法

(1)調査対象地の特徴 
本研究の調査対象地は、神奈川県横浜市都筑区の港北ニュータ

ウンである。港北ニュータウンは1983年に入居が開始し、本緑

地協定区域の土地区画整理事業終了が1996年であり、一定年度

の経過した住宅地と考えられる。港北ニュータウンには緑地協定

28 区域が締結されており、全て一人協定である。本研究では、

当初宅地化を予定し協定が締結されたものの結果的に宅地化が

進展しなかった2区域を除いて、26区域を調査の対象地とした 
この 26 区域の緑地協定締結地域について、これらのほとんど

が第一種低層住居専用地域であり、第二種中高層居住専用地域と

第一種中高層住居専用地域がそれぞれ1箇所、用途地域の指定な

しの地域が 1 箇所存在する 4)。また、26 区域の緑地協定面積の

分布について、緑地協定面積が2,000㎡以上から16,000㎡未満

の区域が存在し、4000㎡～6000㎡の面積が多い（図―1）。 
緑地協定締結地域の各路線について、地価データは固定資産税

路線価を用いており、詳細は後述する。都筑区の緑地協定締結地

域内の固定資産税路線価はおおよそ100,000円/㎡から260,000円
/㎡の間に収まっている 5)。最も多いのは、180,000 円/㎡から

220,000円/㎡である。路線ごとの前面道路の分布は、4m以上8m
未満が最も多く、次に8m以上12m未満が多い。また、4m未満

は存在せず、12m以上の路線は数が少ない 6)。当地域は土地区画

整理事業によって大規模に開発整備された地域であり、道路など

のインフラ環境はいずれも整っているといえる。 
(2)研究の方法 
研究の方法として、調査対象地の住宅地に対し、現地調査、

Google Earth Proの航空写真やストリートビューの機能を用いて

調査を行い、ヘドニック法で分析を行った。 
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図―1 協定面積の分布  

 
図―2 固定資産税路線価の分布 
 
3. 分析に用いるデータと対象地の特性について 

(1)設定したデータについて 
分析に用いたデータとその定義、出典を表―1にまとめる。 

採用した地価データは、横浜市行政地図情報提供システムの「よ

こはまの固定資産税路線価」より、価格調査基準日が令和2年1
月1日の価格である固定資産税路線価である。調査対象地のそれ

ぞれの道路の路線価をとった。 
ヘドニック法に使用する説明変数は、既往研究を参考にしたう

えで、特に緑地協定に関する変数を設定した。一般的な説明変数

として、前面道路幅員、建ぺい率、容積率、最寄り駅からの直線

距離、公共的な緑に関する変数として、緑地協定地の土地面積、

最寄り公園からの直線距離、最寄り公園の面積、さらに、緑地協

定に関係する変数として、緑視率、緑地協定の該当状態、緑の管

理不全度、擁壁ダミー、また宅地以外の土地利用として、荒地ダ

ミー、畑ダミーの14の変数を設定した。 
緑視率について、各路線の「始点から終点方向の緑視率」「中

点から始点方向の緑視率」「中点から終点方向の緑視率」「終点か

ら始点方向の緑視率」の 4 地点の平均値である。Google ストリ

ートビューを使用する際、Google ストリートビューは車や自転

車で地上から 205cm の高さになるようカメラを設置し水平に撮

影しているため、高さや水平方向に関してはそれに準拠する 7)。 
緑の管理不全度については、枝の延びなどによる道路へのはみ

だし、樹木の枯れなどを把握して、その状態を路線ごとに合計し、

住宅件数をもとに路線別の指標化を行った。 
 

 (2) 調査対象地の特性 
 調査対象地で把握した、上述のデータについての特性を表―2、
表―3に示した。 

表―1 分析に用いた変数一覧 
区分 変数 単位 定義 出典

地価 ㎡/円 固定資産税路線価（価格調査基
準日が令和2年1月1日の価格）

横浜市行政地図情報提供システムの「よこはまの
固定資産税路線価」（令和３年８月２５日時点）

緑地協定の土
地面積

㎡ 緑地協定締結地域において、緑
地協定に該当する面積

横浜市都筑区の緑地協定書

前面道路幅員 m 各路線の道路の幅の長さ 横浜市行政地図情報提供システムの「よこはまの
みち」の道路台帳図

建ぺい率 % 法的な敷地面積に対する建築面
積の割合

横浜市行政地図情報提供システムの「iマッピー」
（令和３年８月２５日時点）

容積率 % 法的な敷地面積に対する延べ床
面積の割合

横浜市行政地図情報提供システムの「iマッピー」
（令和３年８月２５日時点）

最寄り駅から
の直線距離

m 各路線の中点と最寄り駅間の直
線距離

Google Earth Pro7.3.4.8248を用いて計測

最寄り公園か
らの直線距離

m 各路線の中点と最寄り公園間の
直線距離

Google Earth Pro7.3.4.8248を用いて計測

最寄り公園の
面積

㎡ 各路線の中点から最も近い公園
の面積

Google Earth Pro7.3.4.8248を用いて計測

緑視率 % 各路線の「始点から終点方向の
緑視率」「中点から始点方向の
緑視率」「中点から終点方向の
緑視率」「終点から始点方向の
緑視率」の平均値

①実地で写真を撮影、またはGoogle Earth
Pro7.3.4.8248のストリートビューを用いて撮影
②Adobe Photoshopバージョン22.0.1で計測。
③撮影時期と路線数：
2015年5月が8本、2018年8月が66本、2019年5月
が13本、2020年7月が27本
④ストリートビューを使用した際は、Googleスト
リートビューはカメラが水平かつまっすぐに自動
調整する機能を利用して水平に撮影した。

緑の管理不全
度

- 緑の管理不全項目を「30cm以上
道路に緑がはみ出している」
「電線に接触している緑があ
る」「枯れている緑がある」の3
つとし、「実際観測した緑の管
理不全項目数」を「その路線に
おける緑の管理不全項目数の最
大値（全住宅数×3）」で割った
指標

Google Earth Pro7.3.4.8248のストリートビュー
と航空写真（2020年10月29日撮影のもの）で確認
し、確認できなかった場所を実地調査を行った。

質
的

緑地協定の該
当

- 各路線で、両側とも緑地協定地
域であれば2、片側だけなら1

横浜市都筑区の緑地協定書

荒地ダミー ダミー 数十センチの雑草が繁茂する土
地を荒地とし、路線の中に1か所
でも荒地があった場合は1、ない
場合は0

Google Earth Pro7.3.4.8248のストリートビュー
と航空写真（2020年10月29日撮影のもの）で確認
し、確認できなかった場所を実地調査を行った。

畑ダミー ダミー 路線の中に1か所でも畑があった
場合は1、ない場合は0

Google Earth Pro7.3.4.8248のストリートビュー
と航空写真（2020年10月29日撮影のもの）で確認
し、確認できなかった場所を実地調査を行った。

擁壁ダミー ダミー 路線の中に1か所でも擁壁があっ
た場合は1、ない場合は0

Google Earth Pro7.3.4.8248のストリートビュー
と航空写真（2020年10月29日撮影のもの）で確認
し、確認できなかった場所を実地調査を行った。

量
的

 
 

表―2 変数の基本統計量 

説明変数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

固定資産税路線価 106000 223000 175500.0 25591.7
緑地協定の土地面積 62 14830 6564.1 4553.5
前面道路幅員 5 13 6.8 1.7
建ぺい率 40 60 44.1 7.6
容積率 80 150 92.7 26.3
最寄り駅からの直線距離 213 1630 743.6 274.9
最寄り公園からの直線距離 4 579 132.1 93.8
最寄り公園の面積 312 87619 21253.7 28060.0
緑視率 2 32 14.4 6.1  

 
4. 分析結果と考察 

(1) 変数間の相関分析 
 2変量解析を行い、変数間の相関関係を分析した（表―4）。 
被説明変数の固定資産税路線価と13個の説明変数の相関係数に

ついて、緑地協定の土地面積だと0.438、最寄り公園の面積だと

0.426、緑視率だと0.352と、正の相関関係が見られた。また、前

面道路幅員だと0.216と弱い正の相関関係を示した。反対に、建

ぺい率だと-0.481、容積率だと-0.492、最寄り駅からの直線距離

だと-0.366と負の相関関係が見られた。また、最寄り公園から 
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表―3 変数のデータ 

該当する
路線数
（本）

構成比

0～10%未満 34 29.8%
10～20%未満 61 53.5%
20～30%未満 18 15.8%
30%以上 1 0.9%

114 100.0%
40% 85 74.6%
50% 7 6.1%
60% 19 16.7%
該当なし 3 2.6%

114 100.0%
80% 88 77.2%
100% 4 3.5%
150% 19 16.7%
該当なし 3 2.6%

114 100.0%
1（片側） 61 53.5%
2（両側） 53 46.5%

114 100.0%
0（不全なし） 63 55.3%
0.01以上（不全あり） 51 44.7%

114 100.0%
1（片側） 61 53.5%
2（両側） 53 46.5%

114 100.0%
13 11.4%
2 1.8%
9 7.9%

緑地協定の該当

計
荒地ダミー
畑ダミー
擁壁ダミー

説明変数

緑視率

計

建ぺい率

計

計

緑の管理不全度

計

容積率

計

緑地協定の該当

 

の直線距離だと-0.225、畑ダミーだと-0.202 と、弱い負の相関

関係が見られた。緑地協定の該当は-0.145、荒地ダミーは-0.157、
擁壁ダミーは-0.067、緑の管理不全度は 0.116 と、相関係数の絶

対値が小さく、相関関係があまり示されなかった。 
説明変数間の相関係数について、78個の組み合わせの内、40個
が相関関係を示した。更にその内、12個が正の相関関係、5個が

弱い正の相関関係、14個が負の相関関係、9個が弱い負の相関関

係があった。特に、建ぺい率と容積率の相関係数が 0.972 と 非
常に強い正の相関関係を示した。 
表―4 変数間の相関係数 

(2) 地価関数の推定 
 従属変数を固定資産税路線価に、説明変数にそれ以外の要素を

設定した。ここでは、相関関係の強かった建ぺい率と容積率のう

ち、容積率を削除してステップワイズ法で重回帰分析を行った。

地価関数の関数型については、線形型を採用した。重回帰分析の

結果を表―5にまとめる。 
表―5 地価関数の推定結果 

変数 回帰係数 標準誤差 t値
有意確
率

VIF

（定数項） 195098.52 15715.51 12.414
前面道路幅員 3005.246 1131.26 2.657 0.009 ** 1.334
建ぺい率 -624.63 276.53 -2.259 0.026 * 1.697
最寄り駅からの直線距離 -24.39 7.31 -3.336 0.001 ** 1.526
最寄り公園の面積 0.26 0.06 4.274 0.000 ** 1.152
緑視率 749.88 285.24 2.629 0.010 * 1.153
重相関係数 0.706
決定係数 0.498
自由度調整済み決定係数 0.469
**、*は1%、5％水準で統計的に有意であることを示す。  
 まず多重共線性について、VIF がいずれの説明変数も 10.0 未

満なので多重共線性が生じた可能性は低いと考えられる。選択さ

れた変数は、1%水準で前面道路幅員、最寄り駅からの直線距離、

最寄り公園の面積、5%水準で緑視率、建ぺい率の 5 変数であっ

た。自由度調整済み決定係数は0.469となった。 
この結果から、前面道路幅員、最寄り公園の面積、緑視率の回帰

係数が正の符号であるため、それぞれの値が大きくなると地価は

上昇すると推定される。また、最寄り駅からの直線距離と建ぺい

率の回帰係数が負の符号であるため、最寄り駅からの直線距離や

建ぺい率の値が大きくなると地価が減少すると推定される。つま

り、駅からの直線距離が近いほど、また、建ぺい率が低いほど地

価が上昇すると推定される。 
 前面道路幅員、最寄り公園の面積、最寄り駅からの直線距離、

建ぺい率に関しては、地価に有意に影響を与えるのは既往研究で

明らかになっている。今回の研究では、新たに緑視率も地価に有

意に影響を与えることが明らかになった。 
 

データ
の種類

変数 地価
緑地協定
の土地面
積

前面道路
幅員

建ぺい率 容積率
最寄り駅
からの直
線距離

最寄り公
園からの
直線距離

最寄り公
園の面積

緑視率
緑地協定
の範囲ダ
ミー

荒地ダ
ミー

畑ダミー
擁壁ダ
ミー

管理不全
住宅ラン
ク

固定資産税路線価 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
緑地協定の土地面
積

0.438** 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

前面道路幅員 0.216* -0.012 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建ぺい率 -0.481** -0.587** 0.162 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
容積率 -0.492** -0.544** 0.158 0.972** 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
最寄り駅からの直
線距離

-0.366** -0.342** -0.031 0563** 0.533** 1 ― ― ― ― ― ― ― ―

最寄り公園からの
直線距離

-0.225* 0.014 -0.120 -0.153 -0.202* -0.148 1 ― ― ― ― ― ― ―

最寄り公園の面積 0.426** 0.400** -0.103 -0.303** -0.291** -0.114 -0.238* 1 ― ― ― ― ― ―
緑視率 0.352** 0.248** -0.178 -0.287** -0.250** -0.169 -0.105 0.239* 1 ― ― ― ― ―
緑の管理不全度 0.116 -0.007 -0.094 -0.064 -0.121 0.038 0.112 -0.204* 0.239* 0.007 -0.252** -0.114 0.036 1

緑地協定の範囲ダ
ミー

-0.145 0.186* -0.438** -0.066 -0.018 0.063 -0.193* 0.176 0.137 1 ― ― ― ―

荒地ダミー -0.157 -0.284** 0.083 0.413** 0.442** 0.179 -0.179 0.005 -0.249** -0.002 1 ―
畑ダミー -0.202* -0.202* 0.033 0.263** 0.276** 0.205* -0.195* -0.018 -0.138 0.009 0.162 1
擁壁ダミー -0.067 -0.172 0075 0.066 0.017 -0.013 0.131 -0.160 0.033 -0.208* -0.105 -0.039 1 ―

**、*は両側検定の結果が1%、5％水準で統計的に有意であることを示す。

量
的

(

ピ
ア
ソ
ン

)

質
的

（

ス
ピ
ア
マ
ン

)
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 住宅地以外の土地利用についての荒地ダミー、畑ダミー、擁壁

ダミーについて、いずれも地価関数の推計には選択されなかった

ものの、2変量解析で、畑ダミーは地価との間に弱い相関関係が

あり、荒地ダミーと擁壁ダミーは相関関係こそ見られなかったも

のの、相関係数は負の符号であった。そのため、荒地や畑、擁壁

の存在は地価にとって負の影響を与えると考えられなくもない。   
緑地協定の該当について、これも地価関数の推定には選択されな

かったが、2 変量解析では相関関係こそ見られなかったものの、

相関係数は負の符号であった。つまり緑地協定の範囲が広いほど

地価が減少する傾向がわずかながらあったか、もしくは、これは

緑地協定の範囲が広いかどうかそのものはあまり地価に反映さ

れないものだと考えられる。地価への影響において、緑地協定地

域の範囲の広さよりも、緑視率の高さが重要な要素だと考えられ

る。 
緑の管理不全度について、これも地価関数の推計には選択されな

かった。また、他の緑に関する説明変数とは違い、2変量解析で

は、相関係数は正の符号であった。この変数は路線ごとに「30cm
以上道路に緑がはみ出している」、「電線に接触している緑があ

る」、「枯れている緑がある」の3つの緑の管理不全項目に当ては

まる住宅が多いと大きくなるが、緑の管理不全が多いと景観に負

の影響を与える。それなのに地価が上昇するとは考えにくい。今

後、変数の設定に再検討が必要と推察される。 
 
5. まとめと課題 

本研究では、都筑区の緑地協定を締結している26区域を調査

対象地とし、その環境特性として、緑地協定区域の面積、緑の質

と量に関する指標として、緑視率、緑の管理不全度などを調査し、

また住宅地以外の土地利用状態、公園との距離などを把握し、実

際にそれらの要素が地価に反映されているのかについて13の説

明変数を設定して、ヘドニック法を用いて把握分析した。 
その結果、この緑地協定地域26区域において、地価との相関

関係が有意で、正の相関があったのは、緑地協定の土地面積、緑

視率、前面道路幅員、最寄り公園の面積であった。反対に負の相

関があったのは、建ぺい率、容積率、最寄り駅からの直線距離、

最寄り公園からの直線距離、畑の有無であった。 
このうち緑地協定に関係する変数としては、緑地協定の土地

面積、緑視率であり、特に緑視率は相関関係が高くヘドニック分

析でも有意な変数として地価の決定に寄与しており、目に見える

緑の量は地価という側面からも重要といえる。すなわち、緑地協

定が広く締結されている住宅地や、沿道沿いに豊かな植栽のある

住宅地は、地価に対してプラスの影響があるといえる。 
一方で、今回相関関係が確認されなかったのは、緑の管理不

全度、緑地協定の締結エリアで路線片側のみと両側のケースの違

いが確認されなかった。緑の管理不全については、緑の質的評価

であり、成熟化する住宅地での指標として重要と考えるが、今回

の分析では有意な変数とはならなかった。問題視されるような荒

れた緑が広く連担するような地域であれば、価格の影響を及ぼす

ことも考えられるが、本地域では荒れた緑が連担するようなエリ

アがなかったことが理由として考えられるが、どの程度の緑であ

れば影響が出るのかについては、さらなる検討が必要である。ま

た緑の質的評価として、逆に手入れの良さやデザインの良さなど

はプラスに影響を及ぼす可能性も考えられるが、今回の調査では

把握していない。成熟化する住宅地では、量的評価と質的評価の

両方が重要と考えられ、今後の課題と言える。 
また、片側と両側で差異が出なかったのは、荒地、畑、擁壁

などが緑地協定の締結された住宅地内に点在している地域もあ

り、土地利用の状態として明確な違いがなかったためと考えられ

る。 
緑地協定制度は、引っ越しなどで住民が入れ替わった際に、

緑地協定制度のことを理解していないケースがあること、質の高

い緑の維持・管理には手間や費用といったコストがかかり、その

負担を好まない住民も存在ことなど、その維持継続に課題がある。

緑地協定を維持し緑豊かな住環境を維持するためには、住民側の

モチベーションを担保することや、新規入居した住民に十分な説

明をすることが重要であるが、地価分析は、その説明材料の一つ

になると考えられる。今後とも緑の質的評価を含めたさらなる検

討が必要といえる。 
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